
徳島県沿岸地域における総合的地震・津波対策の推進（防災・安全）

平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

津波・洪水等による浸水被害を軽減させる。
防災機能強化の推進及び住民の防災意識向上を図り、安全に避難できる人口を増加させる。

（H25当初） （H27末） （H29末） ・徳島県国土強靱化地域計画に基づき実施される

津波・洪水等による浸水被害の軽減面積 要素事業：A1,A2,A3,A4,A5,A7

A１　河川事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A1-1 河川 一般 徳島県 直接 徳島県 - 那賀川圏域総合流域防災事業 築堤，護岸，掘削，橋梁，情報基盤 750

A1-2 河川 一般 徳島県 直接 徳島県 - 海部圏域総合流域防災事業 築堤，護岸，掘削，情報基盤 500

A1-3 河川 一般 徳島県 直接 徳島県 耐震2 地震・高潮対策河川事業（宍喰川外） 2,410

A1-4 河川 一般 徳島県 直接 徳島県 耐震1 地震・高潮対策河川事業（冷田川外） 270

小計（河川事業） 3,930
A2　海岸事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A2-1 海岸 一般 徳島県 直接 徳島県 高潮 坂野海岸等高潮対策事業 堤防補強等 660
A2-2 海岸 一般 徳島県 直接 徳島県 高潮 宍喰浦海岸等高潮対策事業 堤防補強 900

A2-3 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 日和佐港海岸高潮対策事業 護岸L=190m、防波堤(補強)１基 246 －

A2-4 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 浅川港海岸高潮対策事業
胸壁L=470m，護岸L=150m

600 －

A2-5 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 老朽化 徳島小松島港海岸外(計画)海岸堤防等老朽化対策緊急事業
長寿命化計画策定

54 －

A2-6 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 老朽化 徳島小松島港海岸外海岸堤防等老朽化対策緊急事業
護岸老朽化対策工事等

0 策定中

A2-7 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 津波・高潮 徳島小松島港海岸外津波・高潮危機管理対策緊急事業 69 －

A2-8 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 折野港海岸高潮対策事業 陸閘新設3基 80 －

A2-9 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 老朽化 松茂海岸外（調査）海岸堤防等老朽化対策緊急事業 長寿命化計画策定 370 －

小計（海岸事業） 2,979

A3　急傾斜地崩壊対策事業

事業 地域 交付 直接 全体事業費 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A3-1 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 83

A3-2 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 24

A3-3 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 132

A3-4 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 27

A3-5 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 163

A3-6 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 106

A3-7 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 358

A3-8 砂防 一般 徳島県 直接 徳島県 急傾斜 改良 60

小計（急傾斜地崩壊対策事業） 953
A4　道路事業

事業 地域 交付 直接 道路 全体事業費 個別施設計画
種別 種別 対象 間接 種別 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A4-1 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 国道 修繕 橋梁補修　 4橋 60 策定済

A4-2 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 国道 修繕 ﾄﾝﾈﾙ補修 2箇所 0 策定済

A4-3 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 国道 修繕 法面補修 1箇所 8 －

A4-4 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 橋梁補修　　 16橋 358 策定済

A4-5 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 橋梁耐震　　 4橋 343 策定済

A4-6 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 ﾄﾝﾈﾙ補修　 5箇所 0 策定済

A4-7 道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 法面補修 5箇所 10 －
小計（道路事業） 779

A5　港湾事業
事業 地域 交付 直接 港湾 全体事業費 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 種別 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A5-1 港湾 内地 徳島県 直接 徳島県 重要 改良 避難施設１基 52 －

A5-2 港湾 内地 徳島県 直接 徳島県 重要 改良 避難施設１基 60 －

A5-3 港湾 内地 徳島県 直接 徳島県 重要 改良 岸壁改良 12 策定済

小計（港湾事業） 124

A7　都市防災・公園事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A7-1 都市防災 一般 美波町 直接 485 別添１

A7-2 都市防災 一般 海陽町 直接 67 別添２

A7-3 都市防災 一般 阿南市 直接 754 別添４

A7-4 都市防災 一般 小松島市 直接 319 別添５

A7-5 都市公園 一般 徳島県 直接 1,659

A7-6 都市防災 一般 牟岐町 直接 331 別添７

A7-7 都市防災 一般 北島町 直接 68 別添８

A7-8 都市公園 一般 徳島県 直接 184

A7-9 都市防災 一般 鳴門市 直接 175 別添９

A7-10 都市防災 一般 松茂町 直接 305 別添１０

A7-11 都市防災 一般 徳島市 直接 160 別添１１

A7-12 都市公園 一般 小松島市 直接 78

小計（都市防災・公園事業） 4,585

徳島市
都市防災総合推進事業（川内町北原地区）
（川内町大松・加賀須野・平石夷野地区地区）

津波避難施設整備 徳島市

小松島市
都市公園等事業（日峯大神子広域公園（脇谷地
区））

高台広場整備 小松島市

鳴門市 都市防災総合推進事業（里浦町南部地区） 津波避難施設（複合施設）整備 鳴門市

松茂町
都市防災総合推進事業（広島地区）
（旧吉野川北部中喜来地区）

（広島地区）津波防災センター整備
（旧吉野川北部中喜来地区）津波避難施設整備

松茂町

北島町 都市防災総合推進事業（中村老門地区） 津波避難タワー整備 北島町

徳島県 都市公園等事業（蔵本公園） 都市公園の防災機能強化 徳島市

徳島県 都市公園等事業（鳴門総合運動公園） 陸上競技場改修、野球場防災機能強化 鳴門市

牟岐町 都市防災総合推進事業（中村・西浦地区） 避難所整備 牟岐町

阿南市
都市防災総合推進事業 (津乃峰地区)
                     (ゆたかの地区)
                     (阿南市全域)

（津乃峰地区）芝生広場，備蓄倉庫，耐震
性貯水槽，総合センター整備等
（ゆたかの地区）芝生広場，照明灯等
（阿南市全域）防災無線施設整備

阿南市

小松島市 都市防災総合推進事業（小松島市全域）
住民等まちづくり活動支援、防災広場、防
災倉庫、避難所整備、耐震性貯水槽

小松島市

美波町
都市防災総合推進事業 (日和佐地区)
                     (由岐地区)

防災拠点施設、避難所等整備 美波町

海陽町 都市防災総合推進事業 (海陽町沿岸部) 避難路等整備 海陽町

岸壁の改良 徳島小松島港・本港地区

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

事業実施期間（年度）
備考

津波避難施設の整備 徳島小松島港・沖洲（外）地区

津波避難施設の整備 徳島小松島港・赤石地区

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容 港湾・地区名

(主)阿南鷲敷日和佐線外 阿南市　外

(主)阿南相生線外 阿南市　外

(主)阿南鷲敷日和佐線外 阿南市　外

(国)国道195号外 阿南市　外

(国)国道195号 阿南市　

(主)阿南鷲敷日和佐線外 阿南市　外

事業実施期間（年度）
備考

(国)国道195号外 阿南市　外

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 事業内容
市町村名

川ヨリ西急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 海陽町

山下急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 海陽町

新町急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 海陽町

久保急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 海陽町

天神前急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 牟岐町

堤の外急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 海陽町

市町村名
事業実施期間（年度）

奥河内急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 美波町

牟岐大谷急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工等 牟岐町

番号 事業者
事業及び
施設種別

省略
工種

要素となる事業名 事業内容

津波・高潮危機管理対策緊急事業計画に基づく
徳島市外

鳴門市

松茂町外

徳島市外
海陽町外

美波町

海陽町

小松島市外

小松島市外

番号 事業者
事業及び
施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

阿南市

海陽町，美波町，牟岐町

堤防耐震化、水門耐震化 海陽町外

堤防耐震化、水門耐震化 徳島市外

1.7%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

番号 事業者
事業及び
施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

－ Ｄ .百万円
効果促進事業費の割合

全体事業費 合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

13,576百万円 Ａ 13,350百万円 Ｂ Ｃ 226.百万円

－ 41ha 71ha

避難が可能となる施設の人口 － 16,200人 16,400人

計画の目標

南海トラフ巨大地震などの大災害に備え，特に津波の被害が懸念される徳島県沿岸地域において，住民の津波避難に資する社会資本の老朽化対策や事前防災・減災対策等を一体的，総合的に実施し，安全安心な地域づくりを実現する。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

社会資本総合整備計画 平成28年 3月11日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象 徳島県，鳴門市，阿南市，小松島市，美波町，海陽町，牟岐町，北島町、松茂町、徳島市



徳島県沿岸地域における総合的地震・津波対策の推進（防災・安全）

平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

計画の目標

南海トラフ巨大地震などの大災害に備え，特に津波の被害が懸念される徳島県沿岸地域において，住民の津波避難に資する社会資本の老朽化対策や事前防災・減災対策等を一体的，総合的に実施し，安全安心な地域づくりを実現する。

社会資本総合整備計画 平成28年 3月11日

計画の名称 重点計画の該当

計画の期間 交付対象 徳島県，鳴門市，阿南市，小松島市，美波町，海陽町，牟岐町，北島町、松茂町、徳島市

Ｃ　効果促進事業
C1　河川効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業者
個別施設計

画
備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

C1-1 活動支援 一般 徳島県 直接 徳島県 25 25 25 25 25 125

C2　港湾効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業者
個別施設計

画
備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 策定状況

C2-1 活動支援 一般 徳島県 直接 徳島県 10

C2-2 施設整備 一般 徳島県 直接 徳島県 13

小計 23

C7　都市防災・公園事業効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費
個別施設計

画
備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

C7-1 都市防災 一般 美波町 直接 20

C7-2 都市防災 一般 小松島市 直接 38

C7-3 都市防災 一般 阿南市 直接 20

小計 78

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

C1-1 基幹事業(A1-1,A1-2,A1-3,A1-4,A2-1,A2-2)の施設整備に併せ、津波遡上区間の樋門・陸閘点検、施設操作の職員研修や周辺住民への説明会を実施する等、災害時の円滑な閉鎖を促進と住民の防災・避難意識の啓発を図る。

C2-1 海岸事業等の整備と併せて総合的な防災訓練を実施し，大規模地震等の災害に強い地域の形成を図る。

C2-2 陸閘・樋門に，避難路および常時閉鎖の周知等の表示をすることにより，災害時における住民の適切な対応を促す等，住民の危機管理意識の向上を図る。

C7-1 基幹事業（A7-1）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

C7-2 基幹事業（A7-4）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

C7-3 基幹事業（A7-3）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

その他関連する事業
A'2　海岸事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円） 策定状況

A'2-3 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 日和佐港海岸高潮対策事業 胸壁L=488m、護岸L=445m 180 －

A'2-4 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 浅川港海岸高潮対策事業
防潮堤L=600m、水門1基

200 －

A'2-5 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 老朽化 徳島小松島港海岸外(計画)海岸堤防等老朽化対策緊急事業
長寿命化計画策定

60 －

A'2-6 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 老朽化 徳島小松島港海岸外海岸堤防等老朽化対策緊急事業
護岸老朽化対策工事等

40 策定中

A'2-7 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 津波・高潮 徳島小松島港海岸外津波・高潮危機管理対策緊急事業 120 －

A'4　道路事業

A'4-1
(1-A1-12)

道路 一般 徳島県 直接 徳島県 国道 修繕 (国)国道193号ほか 橋梁補修　 52橋 徳島市ほか 1,320 策定済

A'4-3
(1-A1-15)

道路 一般 徳島県 直接 徳島県 国道 修繕 (国)国道193号ほか 法面補修 20箇所 徳島市ほか 200 －

A'4-4
(1-A1-70)

道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 (主)徳島引田線ほか 橋梁補修　　 134橋 徳島市ほか 4,800 策定済

A'4-5
(1-A1-71)

道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 (主)徳島引田線ほか 橋梁耐震　　 23橋 徳島市ほか 4,300 策定済

A'4-7
(1-A1-74)

道路 一般 徳島県 直接 徳島県 都道府県道 修繕 (主)徳島引田線ほか 法面補修 20箇所 徳島市ほか 200 －

A'6　港湾海岸事業

事業 地域 交付 直接 種別 種別 事業実施期間（年度） 全体事業費 備考

種別 種別 対象 間接 ① ② H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）
A'6-1 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 継続 41

A'6-2 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 継続 195

A'6-5 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 津波・高潮 新設 277

H23-H24：地域自主
戦略交付金
H24補正：社会資本
整備総合交付金

A'6-6 海岸 内地 徳島県 直接 徳島県 高潮 維持 43

H23-H24：地域自主
戦略交付金
H24補正：社会資本
整備総合交付金

A'7　都市防災・公園事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）

A'7-1 都市防災 一般 美波町 直接 81

A'7-2 都市防災 一般 海陽町 直接 133

A'7-3 都市防災 一般 鳴門市 直接 85

A'7-4 都市防災 一般 阿南市 直接 480

A'7-5 都市防災 一般 小松島市 直接 75

A'7-6 都市公園 一般 徳島県 直接 942

A'7-7 都市防災 一般 牟岐町 直接 12

A'7-9 都市公園 一般 徳島県 直接 190

A'7-10 都市公園 一般 徳島県 直接 100

小計（都市防災・公園事業） 2,098

Ｃ　効果促進事業

C'7　都市防災・公園事業効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 全体事業費 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）

C'7-1 都市防災 一般 美波町 直接 40

C'7-2 都市防災 一般 阿南市 直接 48

C'7-3 都市防災 一般 阿南市 直接 14

C'7-4 都市防災 一般 牟岐町 直接 4

小計 106

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

C'7-1 基幹事業（A'7-1）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

C'7-2 基幹事業（A'7-4）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

C'7-3 基幹事業（A'7-4）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

C'7-4 基幹事業（A'7-7）の施設整備と一体的に実施することにより，町全体の地域防災力向上を図る

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業
事業 地域 交付 直接 全体事業費
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29 （百万円）

番号

津波等災害
に強い安全
な地域づく
りの推進
（防災・安

全）

事業実施期間（年度）
備考

（面積等）

一体的に実施することにより期待される効果 備考

牟岐町 各種計画の作成・見直し 地域防災計画の見直し 牟岐町

番号 事業者
要素となる事業名
（事業箇所）

事業内容
市町村名

阿南市 防災資機材備蓄、防災無線施設整備等
非常用電源、戸別受信機整備、避難誘導灯
設置等

阿南市

阿南市 各種計画の作成・見直し 地域防災計画の見直し 阿南市

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

美波町 防災拠点施設整備 建物解体 美波町

徳島県
都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
（県営８都市公園）

施設の改修 徳島県

徳島県 都市公園事業（蔵本公園） 都市公園の防災機能強化 徳島県

徳島県 都市公園事業（鳴門総合運動公園） 陸上競技場改修 徳島県

牟岐町 都市防災総合推進事業（牟岐町全域） 津波避難計画見直し 牟岐町

都市防災総合推進事業 (津乃峰地区)
                     (阿南市全域)

（津乃峰地区）芝生広場、備蓄倉庫、耐震
性貯水槽、総合センター整備等
（阿南市全域）防災無線施設整備

阿南市

小松島市 都市防災総合推進事業（小松島市全域） 避難タワー整備 小松島市

阿南市

海陽町 都市防災総合推進事業 (宍喰地区) 避難タワー整備 海陽町

鳴門市 都市防災総合推進事業 (鳴門市全域) 防災行政無線整備、ハザードマップ作成 鳴門市

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

美波町
都市防災総合推進事業 (日和佐地区)
                     (赤松地区)

避難所等整備、防災広場整備、避難路、
避難タワー整備

美波町

徳島小松島港他海岸津波・高潮危機管理
対策緊急事業

陸閘（電動化）9基、陸閘新設1基、 徳島市他

折野港海岸高潮対策事業 胸壁L=171m 鳴門市

日和佐港海岸高潮対策事業 防波堤(補強)1基 美波町

浅川港海岸高潮対策事業
胸壁L=117m

海陽町

1 社会資本
の再構築と
安全・安心
な生活空間
の確保に資
する地域づ
くり(防災・
安全)

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

美波町
津波・高潮
等の大規模
自然を迎え
撃つ強靭な
県土づくり
（防止・安

全）

海陽町

小松島市外

小松島市外

津波・高潮危機管理対策緊急事業計画に基づく
徳島市外

阿南市 備蓄資機材整備、海抜表示板設置等
備蓄資機材整備、海抜表示板設置、戸別受
信機整備等

阿南市

番号 事業者
事業及び
施設種別

要素となる事業名 事業内容 市町村名

美波町
避難場所看板、避難路照明設備、プレハブ製備蓄倉
庫

避難場所看板、避難路照明設備、プレハブ
製備蓄倉庫

美波町

小松島市 備蓄資機材整備、各種計画の作成・見直し
津波防災まちづくり計画・ＢＣＰ・初動マ
ニュアル作成、備蓄資機材整備、視覚障害
者用戸別受信機プログラム等

小松島市

標識整備 浸水関連標識 避難路・啓発看板 徳島市他

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名

全体事業費
（百万円）工種

避難訓練 防災訓練実施 総合的な防災訓練 小松島市他

番号
省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）

全体事業費
（百万円）工種

講習会 講習会実施 津波遡上区間における樋門等の操作講習会 徳島市他

番号
省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名 事業実施期間（年度）


